
※抽選会7月26日（日）　幹事会7月26日（日）
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6位チーム　1.2部分け

ブロックを上位としました。

※黄色が後期リーグ1部となります。
※色なしは、後期リーグ2部となります。
※10位11位は、勝点が同じなため、試合数が少ない
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Sリーグ参加10ﾁｰﾑは後期リーグ順位に関係なく中央大会進出　　（中央大会10ﾁｰﾑ）
1部リーグは、各ﾌﾞﾛｯｸ上位3位まで中央大会進出　　（中央大会24チーム）
2部リーグは、各ﾌﾞﾛｯｸ1位によるトーナメントを行い、上位2ﾁｰﾑとする　　（中央大会2ﾁｰﾑ）

１ブロック
勝点 得失点差 得点 ブロック

＜1部リーグ＞ 前期ブロックリーグ1位下位6ﾁｰﾑから6位上位10ﾁｰﾑまでとする。
6位チームの順位決定は、勝点・得失点差・得点・抽選の順で決定する。

＜2部リーグ＞ 前期ブロックリーグ6位下位10ﾁｰﾑ～11位までとする。

【中央大会出場案】 ※中央大会進出チーム数36チーム

チーム名 勝点 得失点差 得点
13 0 10 11ﾌﾞﾛｯｸ 大曽根SC

※ブロック幹事は、3日（1日８ｈ）以上会場提供できるチーム。副幹事は1日（８ｈ）以上会場提供出来るチームとする。
　　※会場提供については、半日（４ｈ）提供でも構いません。

後期リーグブロック分け
＜Sリーグ＞ 前期ブロック1位チーム10チームとする。

※前期ブロック1位チームでトーナメントを行い、上位１０チームとする。
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第47回横浜国際チビッ子サッカー大会LLの部（1.2部分け）及びこくみん共済U12リーグ後期（S.1.2部分け）

1部・・・第42回横浜市春季サッカー大会　7ﾁｰﾑﾌﾞﾛｯｸ　勝点９以上　　6ﾁｰﾑﾌﾞﾛｯｸ　勝点７以上

2部・・・第42回横浜市春季サッカー大会　7ﾁｰﾑﾌﾞﾛｯｸ　勝点８以下　　6ﾁｰﾑﾌﾞﾛｯｸ　勝点6以下

2015　こくみん共済U12リーグ後期　S・1部・2部分け

第47回横浜国際チビッ子サッカー大会１部2部分け

【後期リーグ日程案】
8月 29日 （土） 30日 （日）

※後期ブロック分け抽選会　7月26日（日）　　幹事会　7月18日（土）


